
プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

DA52V/DA52W(2WD) 6k/4k 0～-75mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07A-1

DA52V/DA52W(4WD) 6k/4k 0～-65mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07B-1

DA62V/DA62W(2WD) 6k/4k 0～-75mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07A-2

DA62V/DA62W(4WD) 6k/4k 0～-65mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07B-2

DA64V/DA64W(2WD) (～H20.03) 6k/4k 0～-60mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07A-3

DA64V/DA64W(4WD) (～H20.03) 6k/4k 0～-60mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07A-4

DA64V/DA64W(2WD) (H20.04～) 6k/4k 0～-55mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07C-1

DA17V/DA17W 6k/3k -10～-65mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS08-1

HE21S 6k/4k 0～-90mm -5～-40mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS03A-1

HE22S 5k/2k 0～-90mm -5～-30mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS52-9

MH21S(前期) (～2型 ～H16.11) 6k/4k 0～-70mm -5～-30mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS03B-1

MH21S(後期) (3型～ H16.12～) 6k/4k -20～-90mm -15～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS03C-1

MH22S 6k/4k -20～-90mm -15～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS03C-2

ラパン

ワゴンR

SUZUKI

エブリイ

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07a-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07b-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07a-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07b-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07a-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07a-4/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07c-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys08-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys03a-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys52-9/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys03b-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys03c-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys03c-2/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

L950S/L952S 5k/3.5k 0～-50mm 0～-50mm ¥120,000 ¥132,000 販売終了

L960S/L962S 5k/3.5k 0～-50mm -50～-90mm ¥130,000 ¥143,000 販売終了

アトレー S320G/S321G/S330G/S331G 4k/3k -20～-70mm -30～-70mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD07-01

L235S 5k/3.5k -20～-90mm 0～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD02-1

L245S 5k/3.5k -20～-90mm 0～-50mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD06-1

L800S/L802S 6k/4k 0～-70mm 0～-40mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD03A-3

L810S/L812S 6k/4k 0～-70mm 0～-40mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD03B-3

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

オプティ

MAX

キャスト

DAIHATSU

エッセ

LA250S 6k/4k データ取り中 データ取り中

LA260S 6k/4k データ取り中 データ取り中

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd07-01/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd02-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd06-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03a-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03b-3/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

DAIHATSU

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

L350S 5k/3.5k -20～-90mm 0～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD02-3

L360S 5k/3.5k -20～-90mm 0～-50mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD06-3

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

タント

L375S

L385S 6k/4k -20～-100mm -30～-60mm

データ取り中

-20～-100mm -30～-60mm

データ取り中

キャンバス

LA810S 6k/4k

6k/4k

6k/4kLA600S -20～-100mm -35～-65mm

LA800S 6k/4k データ取り中 データ取り中

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd02-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd06-3/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

DAIHATSU

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

L750S 5k/3.5k 0～-50mm 0～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD03A-5

L760S 5k/3.5k 0～-50mm 0～-50mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD03B-5

ハイゼットカーゴ S320V/S321V/S330V/S331V 4k/3k -20～-70mm -30～-70mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD07-02

ハイゼットデッキバン  S321W/S331W 4k/3k -20～-70mm -30～-70mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD07-06

ネイキッド

タントエグゼ

タント

6k/4k

LA610S

L455S

L465S 

6k/4k -20～-100mm -30～-60mm

-20～-90mm -20～-50mm

6k/4k -20～-90mm -20～-50mm

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03a-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03b-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd07-02/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd07-06/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

DAIHATSU

L700S/L700V 6k/4k -10～-70mm 0～-55mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD03A-2

L710S/L710V 6k/4k -10～-70mm 0～-45mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD03B-2

L250S/L250V 5k/4k -20～-90mm 0～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD02-6

L260S/L260V 5k/4k -20～-90mm 0～-50mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD06-6

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

L250S 5k/4k -20～-90mm 0～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD02-7

L260S 5k/4k -20～-90mm 0～-50mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD06-7

LA300S 6k/4k -20～-90mm -20～-60mm ¥79,800 ¥87,780 販売終了

LA310S 6k/4k -20～-90mm -20～-50mm ¥89,800 ¥98,780 販売終了

ミライース

ミラアヴィ

ミラ

L275S/L275V

L285S/L285V

-20～-90mm 0～-50mm

6k/4k -20～-90mm 0～-50mm

6k/4k

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03a-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03b-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd02-6/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd06-6/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd02-7/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd06-7/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

DAIHATSU

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

L650S 5k/4k -20～-90mm 0～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD02-5

L660S 5k/4k -20～-90mm 0～-40mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD06-5

L700S 6k/4k -10～-70mm 0～-55mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD03A-2

L710S 6k/4k -10～-70mm 0～-45mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD03B-2

ミラココア

ミラジーノ

L675S

L685S 

データ取り中 データ取り中

6k/4k データ取り中 データ取り中

6k/4k

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd02-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd06-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03a-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03b-2/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

DAIHATSU

L150S/L152S 5k/3.5k -20～-90mm 0～-40mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD02-2

L160S 5k/3.5k -20～-90mm 0～-40mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD06-2

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

L900S/L902S 5k/3.5k 0～-70mm 0～-40mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD03A-1

L910S/L912S 5k/3.5k 0～-70mm 0～-40mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD03B-1

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

ムーヴ

L175S

LA110S

L185S

LA100S

-20～-110mm

カスタムRS -30～-110mm

-5～-50mm

カスタムRS 0～-40mm

6k/4k
-20～-110mm

カスタムRS -30～-110mm

-5～-50mm

カスタムRS 0～-40mm

6k/4k

-20～-110mm

カスタムRS -30～-110mm

-5～-50mm

カスタムRS 0～-40mm

-20～-110mm

カスタムRS -30～-110mm

-5～-50mm

カスタムRS 0～-40mm
6k/4k

6k/4k

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd02-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd06-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03a-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd03b-1/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

DAIHATSU

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

L550S 5k/3.5k -20～-90mm 0～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYD02-4

L560S 5k/3.5k -20～-90mm 0～-50mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD06-4

ムーヴラテ

L585S 

ムーヴコンテ

L575S

6k/4k -20～-100mm -5～-50mm

6k/4k -20～-100mm -5～-50mm

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd02-4/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd06-4/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

サンバーバン S321B/S331B 4k/3k -20～-70mm -30～-70mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD07-05

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

ディアスワゴン S321N/S331N 4k/3k -20～-70mm -30～-70mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD07-04

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

LA300F 6k/4k -20～-90mm -20～-60mm ¥79,800 ¥87,780 販売終了

LA310F 6k/4k -20～-90mm -20～-50mm ¥89,800 ¥98,780 販売終了

SUBARU

LA100F 6k/4k

ステラ

-20～-110mm

カスタムRS -30～-110mm

-5～-50mm

カスタムRS 0～-40mm

LA110F 6k/4k
-20～-110mm

カスタムRS -30～-110mm

-5～-50mm

カスタムRS 0～-40mm

プレオ

プレオプラス

L275F/L275B

L285F/L285B

6k/4k

6k/4k -20～-90mm

0～-50mm

-5～-40mm

-20～-90mm

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd07-05/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd07-04/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

SUBARU

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

6k/4kL465F

6k/4kL455F

ルクラ

-20～-90mm -20～-50mm

-20～-90mm -20～-50mm

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。



プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

DS17W 6k/3k -10～-65mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS08-5

DS64W(2WD) 6k/4k 0～-55mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07C-5

DS17V 6k/3k -10～-65mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS08-4

DS64V(2WD) 6k/4k 0～-55mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07C-4

MITSUBISHI

ミニキャブバン

タウンボックス

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsys08-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07c-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys08-4-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07c-4/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

アクティトラック HA6/HA7 6k -20～-70mm - ¥69,000 ¥75,900
車高調はフロントのみになりま

す。
FBSYH04-4

アクティバン HH5/HH6 6k -20～-70mm - ¥69,000 ¥75,900
車高調はフロントのみになりま

す。
FBSYH04-5

HJ1/HJ2 6k -20～-70mm - ¥69,000 ¥75,900
車高調はフロントのみになりま

す。
FBSYH04-3

HM1/HM2 6k -20～-70mm - ¥69,000 ¥75,900
車高調はフロントのみになりま

す。
FBSYH04-1

HM3/HM4 6k -20～-70mm - ¥69,000 ¥75,900
車高調はフロントのみになりま

す。
FBSYH04-2

HONDA

バモスホビオ

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/fbsyh04-4/
https://www.spiegel.co.jp/part/fbsyh04-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/fbsyh04-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/fbsyh04-1/
https://www.spiegel.co.jp/part/fbsyh04-2/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

NV100

クリッパー
DR64V(2WD) 6k/4k 0～-55mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07C-2

NV100

クリッパーリオ
DR64W(2WD) 6k/4k 0～-55mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07C-3

NV100

クリッパー(リオ)
DR17V/DR17W 6k/3k -10～-65mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS08-3

NISSAN

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07c-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07c-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys08-3-3/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

MJ21S 6k/4k 0～-70mm -5～-30mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS03B-2

MJ22S 6k/4k -20～-90mm -15～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS03C-3

DG52V/DG52W(2WD) 6k/4k 0～-75mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07A-5

DG52V/DG52W(4WD) 6k/4k 0～-65mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07B-3

DG62V/DG62W(2WD) 6k/4k 0～-75mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07A-6

DG62V/DG62W(4WD) 6k/4k 0～-65mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07B-4

DG64V/DG64W(2WD) (～H20.03) 6k/4k 0～-60mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07A-7

DG64V/DG64W(4WD) (～H20.03) 6k/4k 0～-60mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07A-8

DG64V/DG64W(2WD) (H20.4～) 6k/4k 0～-55mm -10～-50mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS07C-6

DG17V/DG17W 6k/3k -10～-65mm -20～-60mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS08-2

スピアーノ HF21S 6k/4k 0～-90mm -5～-40mm ¥120,000 ¥132,000 BSYS03A-2

MAZDA

AZワゴン

スクラム

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsys03b-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys03c-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07a-5/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07b-3/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07a-6/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07b-4
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07a-7/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07a-8/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys07c-6/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys08-2-2/
https://www.spiegel.co.jp/part/bsys03a-2/


プロスペックベーシック 車高調整キット 適合表

車種 車両型式 バネレート 車高調整幅 F 車高調整幅 R 価格(税抜) 価格(税込) 備考 商品番号

LA300A 6k/4k -20～-90mm -20～-60mm ¥79,800 ¥87,780 販売終了

LA310A 6k/4k -20～-90mm -20～-50mm ¥89,800 ¥98,780 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥79,800 ¥87,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー搭載車 販売終了

¥89,800 ¥98,780 スタビライザー未搭載車 販売終了

ピクシスバン S321M/S331M 4k/3k -20～-70mm -30～-70mm ¥130,000 ¥143,000 BSYD07-03

ピクシスエポック

TOYOTA

データ取り中データ取り中6k/4kLA250A

LA260A 6k/4k データ取り中 データ取り中

ピクシスジョイ

ピクシススペース

-5～50mm-20～-100mm6k/4kLA585A

LA575A 6k/4k -20～-100mm -5～50mm

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。
※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

https://www.spiegel.co.jp/part/bsyd07-03/

